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メーター

水

保温材

止水栓

メーター保温材又は発泡スチロールを

親指大にちぎって袋などに入れる

※熱湯をかけると水道管や蛇口が破損する恐れがあります。

メーター
止水栓

止水栓を閉める

保温材

ビニール
テープ

・屋外で「むき出し」になっている水道管　　・北側で日かげにある水道管やメーター
・風当たりの強い所にある水道管やメーター

　特に凍結しやすい場所

メーター保温材は、水道局１階の「いわき市
水道料金お客様センター」および泉浄水場近
くの「南部工事事務所（いわき市泉町滝尻字
泉町177-1）」で無料配布しています。

〈水道管の保温例〉
・　市販の保温材や毛布、布きれなどで蛇口まで

　包み、ビニールテープなどを巻きます。

・　市販の配管用ヒーターなども有効です。

〈メーターボックス内の保温例〉
・ 樹脂製の青いメーターボックスは、耐寒性に優れ

ていますが、鉄製のボックスは凍結しやすいので

　保温しましょう。

　屋外給湯器等は、外気温が著しく低下する

と、凍結破損する場合がありますので、機器

の取扱説明書や機器メーカーのホームページ

などで対策をご確認ください。

　なお、凍結、水漏れ、破損等が生じた場合

には、機器販売店や建物の管理者等にご相談

ください。

　メーターボックス内の止水栓を閉めて水を

止めてから、右のページに記載されている

「いわき市水道局指定給水装置工事事業者」
に修理を依頼してください。

　防寒対策

　凍結で破裂してしまったら

※　屋外給湯器等の凍結にご注意ください
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お問い合わせ　 営業課　給水装置係　　　 TEL   22-9304

過去の寒波時には水道管の凍結被害が293件もありました！

水道凍結防止運動期間 令和２年12月14日～令和３年２月26日まで

水道管の冬支度は大丈夫ですか？

　水道管が凍結してしまうと、溶けるまで水を使用することができなくなります。
　また、水道管や蛇口などの給水装置は、お客さまの所有物です。凍結により破損した場合の
修繕費用はお客さまのご負担となりますので、日頃から適正な管理をお願いします。

　水道管は寒さが苦手です。外気温が氷点下４℃以下になると、水道管が凍結し、破損するなどの

被害が増加します。寒くなる前に、水道管の防寒対策をお願いします。

いわき市水道局指定給水装置工事事業者一覧
（市内事業者および市内に営業所のある事業者）

お問い合わせ　 営業課　給水装置係　  　 TEL   22-9304

地　区 指定事業者 TEL

平

平

阿部商事㈱ 21-1121
㈲宇佐美商店 21-8720
北関東空調工業㈱ 25-7111
㈲サンライズ興業 
　　　　いわき営業所 38-8617

関彰エンジニアリング㈱
             いわき支店 22-4000

㈱髙橋設備工業所 25-7823
東部瓦斯㈱福島支社

　　　　　 平事業所 25-8226

㈱矢吹燃料 24-2277
㈲ユニオン工業 25-4507
ヨシダラジオ(合) 23-4754
(合)渡辺工業所 25-9251

平中平窪 ㈲平安設備 22-6271

平下平窪

㈲村井設備
 いわき営業所 38-6855

林水道設備  
　　　　いわき営業所

090- 
6228-7468

平北白土
㈱ジェイエス 21-5062
㈱久田設備工業 23-3700

平南白土
アズビル金門エンジニアリング㈱

　東部ガスプラザ平店 23-1556

欣幸建設㈱ 22-2216

平谷川瀬
㈱三共 23-1686
㈱山崎設備 21-5400

平上荒川 ㈱日邦設備工業 38-8575

平下荒川
㈱アクア工業 24-0121
㈲湘南設備企画 46-0691

平中神谷
㈱オーム電気 34-1333
㈲ライフサービス 34-7234

平塩 サトウ住宅設備 21-0737

平山崎 ㈲サクマ住設サービス 
  いわき営業所

090- 
9036-6994

平上大越 ㈲いわき住設サービス 34-9420
平泉崎 ㈱いわきエアコン 34-7513

平下神谷
いわき設備㈱ 38-4278
須山設備 34-5943
新妻設備㈱ 34-3957

平赤井

㈱昂樹設備 68-6059
㈱鈴啓組 23-3079
丸吉ガス燃料㈱ 25-4403
祐正管工 25-3233

平沼ノ内 ㈱丸井いわき営業所 88-1803

郷ケ丘

かのか住設 46-1868
㈱中眞設備 38-3296

くらし工房あいかわ 080- 
5554-7951

明治団地 荒設備 25-8426

小
名
浜

江名
㈲ミシマ設備 55-6272
㈱パイプマン 88-8482

永崎 ㈱矢之目設備工業 38-5556

小名浜

Ｒ・Ｋ設備 52-0376
㈱大倉工業所 54-7611
公栄管工設備㈱ 52-0094
㈲さがわ燃料 52-0065
㈱サカイ工業 88-9852
㈲佐久間水道 52-0277

地　区 指定事業者 TEL

小
名
浜

小名浜

常光サービス㈱ 92-0555
㈱大松興産 54-8062
㈲ツタヤ材木店 92-3419
野口設備 54-2517
福吉工業㈱ 73-8380
北東設備工業㈱ 53-4346
㈲堀越工業所 92-2836
㈲丸善興業 
　　　　いわき営業所 85-0705

㈱三崎組 53-2560
㈲山野辺設備 54-6772
リペア草野 53-5598

小名浜岡小名
㈲須貝設備 54-6411
田渕設備㈱ 84-8798

小名浜南富岡 ジュシ総合設備㈱ 54-1007

小名浜大原

㈲いわき住宅設備 53-3825
㈲佐川機設 92-1833
㈱シゲル水道工業 53-3340
高丸工業 51-8978

小名浜住吉
㈲小松設備 58-6967
丸和商事㈱ 76-0886

小名浜島
ダイコー工業 58-3943
㈱鐶エスアール工業
 いわき支店 38-9564

小名浜林城 ㈱KO－YA 84-7182

小名浜玉川町
佐藤設備工業㈱ 58-3892
創絢 88-7417
㈱リメイク 68-8929

鹿島町御代 ㈲Ｙ・小泉総合設備 58-5566
鹿島町走熊 ㈱箱建エンジニアリング 68-8242
鹿島町米田 丸長建設工業㈱ 58-3111

泉町本谷 ㈱アイシン 58-5051

泉町滝尻
㈱雄城開発 56-1961
㈲ゆうせん燃料店 56-6561
㈱吉多美工業 56-6040

泉玉露 ㈲トータルライフプラン 56-6556

泉町下川 イワタニセントラル福島㈱
      　   いわき支店 56-2491

泉町黒須野 ㈱久工業所 56-2828
泉もえぎ台 ㈱金子総合設備 56-4266

渡辺町松小屋 ㈲三光設備 56-7778
中部工業団地 ㈱齊組工業 44-7093

勿
来

植田町
㈲伊勢屋商店 63-1155
㈱豊成 63-1472

佐糠町
㈱東海設備工業所 63-3403
東北管工事工業㈱ 63-6516

東田町 ㈱カネダ 84-5181

錦町

㈲上原工業 63-0575
開世工業㈱ 63-6121
クレハ設備㈱ 77-2640
渋井設備工業 63-2574
㈲光工業 63-9151

勿来町
㈱今村ボーリング 64-7433
サトー空調サービス 64-8415
㈲丹開発興業 65-0228

山玉町 ㈲蛭田設備 65-3856
中岡町 ㈱ベストライン 63-1285

南台 ㈲松和住設 63-4199

地　区 指定事業者 TEL

常
磐

常磐白鳥町
三共設備㈱ 43-2381
引地設備 44-0990

常磐湯本町

㈱イチハシ 42-3018
㈱沼里工業所 42-4628
福島水交㈱ 43-3234
㈱雅設備 42-3235

常磐関船町
渋谷設備㈱ 44-0040
㈾松原商店 44-1161
㈲マルテツ 43-2464

常磐藤原町 ㈲千葉設備工業所 43-2001
常磐 

下湯長谷町
常磐工業㈱ 44-3111
㈱テツヒロ 84-8015

常磐 
上湯長谷町

㈱こだま産業 42-3362
㈲関田工業 42-3661

桜ケ丘 ㈲松本配管工事 44-2934

内
郷

内郷宮町
㈱不二代建設 26-5141
㈲矢光総合設備 26-8405

内郷綴町
㈱イシイ 26-2389
㈲佐藤無線商会 26-3077

内郷高坂町
㈱創和 38-7175
秦設備工業㈱ 38-3460

内郷御厩町

五十嵐設備㈱ 27-1900
タツマ工業㈱ 26-2200
㈱中央設備サービス 26-4381
㈱日立商事 38-8289
㈱福島スイケンエンジニアリング 27-1919

内郷御台境町
㈲アイ工業 26-6565
㈲タカ工業 26-6970

内郷高野町 小笠原組 27-6893

四
倉

四倉町
㈱酒井組 32-2809
長谷川工業㈱ 32-2116

四倉町 
上仁井田

岡田設備工業 32-3366
佐野設備 32-5689
㈲ジーピーアイ 32-3087

四倉町下仁井田 ㈲政光組 32-3115

遠
野

遠野町根岸 ㈲蛭田エンジニアリング 89-3904
遠野町滝 ㈲司設備工業 89-3465

小
川

小川町高萩 ㈲ケイ設備工業 83-2880
小川町柴原 ㈱山上工業 83-0124

小川町上小川 ㈲ユーテック東北 83-0737
小川町西小川 ㈲村田設備興業 83-3153

好
間

好間町下好間

㈱清水水道 36-7878
㈱西部 36-3517
㈲平設備興業 36-6288
㈲東興 36-2656

好間町上好間
内村風呂商事㈱ 36-2709
㈱まつざき工業 36-5737

好間町北好間
㈲ＮＳエンジニア 36-1080
タチカワ設備 36-5681
光水道 36-3501

三
和

三和町下永井 鈴木住設工業 87-2164
三和町上永井 共信管工 87-2532

久
之
浜

久之浜町
㈱あんしん 82-4000
㈱りんぺい 82-3322

久之浜町
久之浜

工藤設備 82-2729
鈴和建工 82-4635
㈱テクノセリエ 85-5838
㈱成松組 82-2725

　給水装置とは、配水管からお客さまの宅地内に引き込まれた水道管や蛇口（給水用具）などをいいます。

　給水装置に関する工事は、水道局指定の「指定給水装置工事事業者」が行うこととなっており、指定事業者以外の者が行

うことはできません。

　たとえ小規模な工事であっても「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

（市外局番 0246） 令和２年11月１日現在

（平成29年度）

※市外の指定事業者については、水道局ホームページでご確認いただくか、下記までお問い合わせください。


